
平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 事業実施主体名 鳥取県花き振興協議会（鳥取県） 

２ 協議会構成団体 

鳥取花市場生産者協議会、米子地区花卉生産者協議会、全国農業協同組合連

合会鳥取県本部、鳥取いなば農業協同組合、鳥取中央農業協同組合、鳥取西部

農業協同組合、（株）鳥取花市場、倉吉花き市場（株）、東亜青果（株）、鳥

取生花商園芸組合、倉吉花商組合、米子花商協同組合、（一財）鳥取県観光事

業団とっとり花回廊、鳥取大学、鳥取県 

３ 主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進（鳥取県花壇苗花育教室） 

①取組内容 

・鳥取県の将来を担う小学生たちを対象とし、 

豊かな心・花への関心を育むことを目指すと 

ともに、県特産の花壇苗を利用した花育教室 

を行うことにより、本県産花壇苗に対する理 

解や関心を高め、将来の消費拡大へと繋げた。 

・平成 30 年 11 月 19 日に倉吉市立河北小学校の 

 ６年生 77 名が参加し、地元の花壇苗生産者３名   体験の様子 

が講師となり、寄せ植えを実施。 

・鳥取県内産のパンジー、ビオラ、ガーデンシクラメンを含む色とりどり

の花を用い、寄せ植え後も自ら管理することで、自分で花を植えて育て

る喜びを感じる体験となった。 

②取組による成果、参加者の反応  

・児童からは「自分で、花を植える位置を考えたりするのがとても楽しか

ったです。」、「花を毎日たのしく見ています。とっても楽しくて勉強

にもなりました。」、「枯れてしまったら、また新しい花を植えて大切

にしていきたいです。」、保護者からは「栄養剤を購入したいといっ

て、自分で準備等していた。」、「休みの日、花に水をやらんと！と外

に出て水やりをしていた。」といった感想が聞かれ、花壇苗に対する親

しみが深まった。花育を体験した保護者へのアンケートでは、花きへの

興味向上 81％（17 名/21 名）であった。 

③今後の取組の予定  

・生産者から直接話を聞き、鳥取県の花壇苗をより身近に感じてもらえる

ような取組を今後も実施したい。 完成作品 
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１ 事業実施主体名 岡山県花き消費拡大実行委員会（岡山県） 

２ 協議会構成団体 岡山県農林水産部農産課、岡山市市場事業部、全国農業協

同組合連合会岡山県本部、岡山県花卉農業協同組合、岡山

花き仲卸協同組合、岡山県花卉商業協同組合（花き小

売）、岡山県花木園芸商業協同組合（花き小売）、岡山県

三栄生花商業協同組合（花き小売）、岡山総合花き株式会

社（卸売業者） 

３ 主な取組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  需要に応じた国産花きの生産及び安定供給技術の実証 

 

 

 

 

 

 

 

小ぎくの電照栽培実証の様子        栽培マニュアル 

 

① 取組内容 

目的：県農業研究所では、夏秋小ぎく約 115 品種の中から、電照により確実

に開花調節の行える品種を絞り込むことで、従来よりもはるかに正確

な開花調節を可能とした。この品種を用いて現地実証し、開花調節技

術の県内への普及を図った。 

実施時期：平成 30 年４月～平成 31 年３月 

実証関係者：岡山県花き消費拡大実行委員会、矢掛町小菊生産組合、ＪＡ倉

敷かさや矢掛営農センター 

 

② 取組による成果 

現地における小ぎく品種「すばる」の電照への反応性の確認ができ、実

証先地域での開花調節技術について理解が深まった。また作成したマニュ

アルを県内小ぎく生産者に配布した。 

 

③ 今後の取組予定 

   マニュアルを現地での品種選定に活用しているが、電照への反応性は、

品種により異なる。品種選択の幅を広げるため、黄色系以外の品種につい

ても実証試験を行う。 

 

   



平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

 

写真の説明 

（２）フラワーコンテスト、花文化の展示会、シンポジウム、講演会等の開催 

＜ア 展示会＞ 

① 取組内容 

目的：生け花やフラワーアレンジメント等日常生活に花を飾る習慣や、冠婚葬

祭・贈り物等に花を用いる文化を継承・普及するため、花の装飾展示等

を行い、花のある暮らしの素晴らしさを一般消費者に広く体感してもら

うことで花の利用増進を図った。また、県産花きの展示を行うことによ

り、県産花きの知名度向上と消費拡大を図った。 

実施時期：平成 30 年 10 月 20 日（土） 

対象者：一般消費者 

参加人数：15,000 人 

 

 

＜イ セミナー＞ 

① 取組内容 

目的：講師として宇田花作り研究所 宇田明氏を招聘し、生産と消費のミスマ

ッチを解消するアジャストマムの事例紹介を取組の経緯や苦労を中心に

話してもらい、生産者が消費者を意識すること、情報交換することの大

切さを伝えた。 

将来に向けて生産者、市場、花屋が交流し、お互いが良いものを作って

いけるための契機とした。 

 

実施時期：平成 31 年１月 18 日（金） 

対象者：生産者、関係機関、流通関係者、 

小売り、行政等 

参加人数：70 人 

 

② 取組による成果 

ア 展示会アンケート（回答 207 名）の結果「花や緑の購買意欲が高まっ

た」、「やや高まった」の割合が 86％であった。購入目的やどのようにすれ

ばもっと花を買うようになるかなど、需要者のニーズの把握をすることがで

きた。子供が多く参加するイベントであったため、クイズラリーやお花屋さ

ん体験等の体験型のイベントへの評価が高かった。 

 

イ 小売りへの事後アンケート（回答 15 名）の結果、「需要拡大の取組が

消費拡大につながったと思う」、「ややつながったと思う」が 53％であり、

結果が消費に反映されるには、時間がかかることが伺えた。 

 

③ 今後の取組予定 

子供への花への愛着促進の働きかけは継続した活動が必要であり、ま

た、ターゲットを絞った消費者層への働きかけなどが今後は、必要と思わ

れた。 

セミナーでは、今後も参加者の関心の強いテーマを選定しながら、生産

者と市場（需要）の連携を図っていく。 
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１ 事業実施主体名 広島花きイノベーション事業推進協議会（広島県） 

２ 協議会構成団体  

広島県花卉園芸農業協同組合（生産）､広島生花出荷協同組合（生産）､広島

市三友生花卸売商業組合(流通）､（株）花満（流通）､（株）呉生花市場

（流通）､（株）広島県東部花き（流通）､広島県花き商業協同組合（小

売）､NPO 法人日本園芸福祉普及協会(その他)､（一社）日本インドア・グリ

ーン協会広島県支部(その他)､広島県農林水産局農業経営発展課(行政) 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国産花きの強みを活かす生産・供給体制 

① 取組内容 

広島県で開発された LED 光による防蛾照明技術を実証し、花きの害虫被

害を抑え、収量増加・品質向上を目指した。加えて、消費者の要望の中で

も大きなウエートを占める「日持ち性向上」に取り組み、花き供給のスタ

ートである生産者からその意識を高め、流通・販売へとつなげ、県産花き

の付加価値の向上を図った。 

② 取組による成果 

LED 光による防蛾照明技術の実証については、トルコギキョウにおいて、

食害の発生を約 70％軽減できた。マニュアルを作成・配布し、県内花き生

産者等と実証結果を共有した。 

「日持ち性向上」事業では、消費者との交流会を開催し、参加消費者の

家庭でのトルコギキョウの試飾による日持ち日数調査の結果、日持ち管理

技術マニュアルに沿って扱った花きの日持ち日数が平均５日長いことが確

認され、消費者の評価も高かった。マニュアルも作成し、県内花き生産者

等と実証結果を共有した。 

③ 今後の取組予定 

LED 光による防蛾照明技術は、トルコギキョウ 

をはじめ菊等多品目で有効と考えられ、マニュア 

ルを活用して技術の普及に努める。 

「日持ち性向上」に対する生産者の認識は薄い 

ため、今回行った消費者の評価を共有し実需者 

の要望に応えられるよう努める。 

（２）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

① 取組内容 

平成 30 年８月４日、広島市中央卸売市場花き部において｢高校生の花い

けバトル｣を開催した。西日本豪雨災害後であったが、広島県内外から９

校 16 チームが参加し、広島県立誠之館高等学校 チーム「みなづき」が

優勝した。 

また、平成 31 年１月 29 日、平成 30 年度「花活」(花を暮らしに活か

す) シンポジウムを開催し、パネルディスカッションで、「花活」事業

の成果報告と今後も継続していくための討論を行った。また、フローリス

トの薄木健友氏による「花屋を続けるのならコレだけは知っておこう！」

と題した、消費者の求める日持ち性向上についての特別講演を行った。 

消費者産地視察 
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  ② 取組による成果              

参加した高校生は男女問わず生け花と花に興味を持ち、実施後のアンケ

ート（回答 24 名）によると、「生け花を続けたい」などの感想が約 60％

あり、生け花の継承に大きな期待が感じられた。 

「花活」シンポジウムでは、花の効用に焦点を当てた講習会が県全域の

福祉施設で実施され、施設利用者が講習会時に楽しむだけでなく、その後

も持ち帰った作品の手入れなどをすることを通じて意欲的になる例などが

紹介され、事業が終わっても園芸福祉士と花き小売店の連携のもと花活事

業を広めていくことを確認できた。 

  ③ 今後の取組予定 

     引き続き、花の効用に着目した花活講習会を継続開催できる連携を園芸

福祉士と花き小売店間で持続していくことで需要を喚起していく。 

 

（３）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

① 取組内容 

広島県内の福祉施設 10 か所で花活講習会を実施し、300 人が受講し

た。講習会ではアレンジメント制作を体験してもらったほか、花の効用を

アピールした。講習会を実施した 10 か所のうち５か所に、地元生産者も

参加し、県内産切り花・花苗を使った講習会での受講者の雰囲気を生で感

じてもらうとともに、受講者に花き生産状況・思いなどを伝える機会を持

った。 

② 取組による成果 

この度参加いただいた福祉施設は、補助事業内で行う花活講習会の他に

施設自主でもう一度講習会を行っていて、「花活」講習会も徐々に評価さ

れてきている。参加者の感想は「楽しかった」などが 89%と圧倒的で、

91％が「またやりたい」と答えている。施設職員の感想も「いつもと笑顔

が違っていた」など高評価で、「花の世話を今後の日課に取り入れたい」

と機能維持（回復）訓練にも役立てたいとの感想もみられた。 

③ 今後の取組予定 

補助事業で培った園芸福祉士と花き小売店の 

連携をより強固にして、役割分担して花きを 

活用した福祉施設や学校等での花活講習会実 

施に向けて努める。 

 

 

                         花活講習会の様子 
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１ 事業実施主体名 山口県花卉園芸推進協議会（山口県） 

２ 協議会構成団体 山口県花卉園芸農業協同組合、全国農業協同組合連合会山

口県本部、(株)徳山花市場、(株)山口中央花市場、(株)下

関合同花市場、徳山生花商組合、山口県地域消費者団体連

絡協議会、やない花のまちづくり振興財団、山口県 

３ 主な取組 

（１） 需要に応じた国産花きの生産及び安定供給技術の実証 

【パンジー・ビオラ】 

①取組内容 

珍しい品種を販売したいという県内流通・販売関係者のニーズに応えて、国

内育種家の未発表品種の内、有望な品種を選定し栽培技術を確立することとし

た。これにより、希少性を活かした優位な販売を目指した生産から流通・販売

までの一体的な安定供給体制を構築することを目的とした。 

平成 30 年６月～平成 31 年３月の間、実証栽培試験を生産者５名で実施し、

生産者、市場、小売、県が参加した技術検証の検討会を５回開催した。 
 

②取組による成果 

希少品種の栽培特性に対応した施肥、植物生育調整剤の施用方法を詳細に実

証し、出荷期の制御方法について基準となる栽培体系を取りまとめた。 

市場と小売りの連携による入荷情報の共有により、市場が小売店の個性に合

った売り込みができるなどきめ細やかな対応が可能になり、リピーターの獲得

につながった。 
 

③今後の取組予定 

新品種の目合わせ会で候補として挙がった６品種の品種比較試験を実施し、

その結果から、ラインナップを絞り込む予定である。 

また、新たに育種した有望３系統について現地栽培試験を実施し、ビオラの

新カテゴリーとしての極小輪系について消費者のニーズを調査し、生産・販売

テストを実施する計画である。 
 

 

 

 

 

 

 

図 1 植物成長調整剤の処理濃度の差による出荷時の生育差 
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無処理    100 倍     200 倍     400 倍  

 

（２）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

【生け花展示】 

 ①取組内容 

消費者に対する県産花きの PR やいけばな等花き文化の継承と併せ、いけば

な作家協会に対する高品質な県産花きの認知度向上に向け、平成 30 年９月 27

日から 10 月３日の間、「山口ゆめ花博」において展示会を開催した。 

また、山口宇部空港、周南総合庁舎、県庁において、消費者にいけばなの伝

統文化、県産花きの高品質、鮮度の高さ等をＰＲするために、生け花各流派が

週替わりで通年展示した。 

 

②取組による成果 

●山口ゆめ花博いけばな展  

14 会派が参加し、出品点数は一般 261 点、大作 73 点、レリーフ 214 点、

造形 36 点であった。21,200 人の来場者に生け花の効果的な PR ができた。

アンケート調査の 221 人の回答のうち、52％県産表示が必要であると回答

し、県産花きの認知度向上には産地表示が効果的であると考えられる結果

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      大作 オリジナルユリのＰＲ 
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●いけばな常設展示 

   平成 30 年６月４日～平成 31 年２月 28 日の間、周南総合庁舎、山口県庁

(２ヶ所)、山口宇部空港において、152 点(38 週×４カ所)を展示した。こ

の取組に対する各地域からの評価は高く、関係者から継続の要望を受け

た。 

また、生け花作家協会と花市場との関係が深まったことで、県産花材の 

生け花への利用頻度が向上した。来場者へのアンケート結果では花の購入頻

度は回答 79 人のうち２週に１回以上という回答が 21 人であり、今後も展示

を続けて欲しいという記入が多かった。 

県庁ホール         宇部空港           周南総合庁舎 

 

③今後の取組予定 

   生け花作家協会は、これまでの実績により、いけばな常設展示を継続し、 

県産花きの品質、鮮度の良さ等を PR する予定である。 
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１ 事業実施主体名 花の里かがわ推進委員会（香川県） 

２ 協議会構成団体 香川大学農学部、香川県花き園芸協会、(株)高松花市場、

香川県花卉商業協同組合、JA 香川県、香川県盆栽生産振興

協議会、日本フラワーデザイナー協会香川県支部、香川県

園芸文化協会、香川県農政水産部など 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）需要に応じた国産花きの生産及び安定供給技術の実証 

①取組内容 

需要期（新盆、盆、彼岸、年末）の的確な時期に

必要量を出荷できるシステムを構築するため、冷蔵

貯蔵を行った際の品質変化を調査した。 

また、パッキング向け需要に応じたアジャスト規

格を明らかにするため、市場や仲卸への聞き取り調

査を実施するとともに、規格に対応した輪ギクの栽

培方法の検討を行った。 

②取組による成果 

１週間冷蔵を行うことにより、冷蔵していないキクに比べ２～３日開花ス

ピードが速まるが、パッキング業者が実際に使用する際、品質的に問題ない

ことが明らかになった。 

市場やパッキング業者への調査の結果、アジャスト規格の輪ギクについて

は切り花長 70cm でよいことがわかった。年末出荷の場合、９月 20 日頃に直

挿しを行うことによって、70cm 以上の切花を収穫できる。 

以上の結果について、８月 22 日に中間検討会を、１月 25 日に結果説明会

を開催するとともにマニュアルを作成し、生産者等へ周知した。 

③今後の取組予定 

   輪ギクの出荷調整に向けた冷蔵貯蔵技術を確立・普及させ、物日に量販の

需要に応えられる産地をめざす。 

 

（２）盆栽や植木、鉢物の効果的・効率的な隔離栽培や消毒方法等の実証及び

販売評価調査 

①取組内容 

 EU 向けゴヨウマツのセンチュウ防除対策を確立

し、盆栽の輸出拡大をめざす。 

②取組による成果 

 センチュウ対策として効果の高いネマバスター

の薬害軽減のため、遮光試験を実施したが、高温期

においては遮光に関わらず薬害が発生した。そのた

め輸出盆栽の栽培しおりに高温期の処理を行わな

いよう注意書きを加えた。 

 また、ゴヨウマツの培土を山砂からピートモスに変更した場合、初期の根

の張りがよく、生育が良好であることを確認した。 

 

 

薬害の発生した盆栽 

冷蔵貯蔵後の輪ギク 
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 これらの結果を周知するため３月１日に輸出研修会、実績検討会を開催し、

輸出用盆栽栽培しおりを生産者及び関係者に配布した。 

③今後の取組予定 

  上記技術について普及を進め、EU 向け盆栽輸出量の拡大をめざす。 
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１ 事業実施主体名 花のえひめづくり推進協議会（愛媛県） 

２ 協議会構成団体 

愛媛県花き園芸組合連合会、（株）愛媛花市場、愛媛中央花き商業協同組

合、全国農業協同組合連合会愛媛県本部、愛媛県園芸文化協会、（公社）

日本フラワーデザイナー協会愛媛県支部、愛媛県華道会、愛媛県農林水産

研究所、愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

身近に花のある豊かな生活環境づくりを推進 

するとともに、花の消費拡大や交流による県内花 

き産業の振興を図るため、平成 31 年２月 16 日～ 

17 日に「えひめフラワーフェスティバル 2019」 

を開催し、第 16 回愛媛県フラワーデザインコン 

テスト「坊ちゃんカップ」や生け花展示、バラ等 

県内花き生産者展示やフローリストによる実演イ 

ベント、フラワーアレンジ体験教室等を実施した 

（総入場者数：10,337 人）。 

②取組による成果 

多くの来場者に花の魅力を発信でき、開催後は 

来客数が伸びた花屋もあるなど、消費者の花に対 

する興味や関心を高めることができた。生花店へ 

のアンケート調査では、開催前と比べて来客数が 

増加した生花店は 16 店中６店であった。 

③今後の取組予定 

構成員によるデザインコンテストなどを実施予定。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

情操教育及び花の消費拡大に向けた取組の一環 

として、平成 30 年 10 月～12 月にかけて、県内の 

小学校 13 校において、フラワーアレンジや生け 

花の体験教室を行った（総受講者数：1,103 人、 

アレンジ９校、生け花４校）。 

②取組による成果 

アンケートでは、参加した児童からは「花に興 

味を持つようになった」という意見が多く（回答 

1,062 人中 994 人）、生産者の話も聞いて「命の大切さがわかった」と話す

児童もあった。 

保護者からは、教室後に家庭での花の購買に変化はないという意見がある

一方、「子供が花に興味を持つようになり花に関する会話が増えた」（回答

896 人中 471 人）の他、「生花を飾る機会を増やしたい」などの意見もあり、

花育体験教室が花への関心を高めるきっかけづくりになった。 

③今後の取組予定 

学校行事等で構成員による花育体験活動を実施予定。 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞや生け花教室の開催 

県内花き生産者の切花展示 

小学校での花育体験教室の開催 
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１ 事業実施主体名 新需要開拓マーケティング協議会（高知県） 

２ 協議会構成団体 高知県園芸農業協同組合連合会、（株）土佐花き園芸市

場、土佐花商組合（花き小売）、日本フラワーデザイナー

協会高知県支部、高知県農業振興部産地・流通支援課 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）病虫害防除技術の実証 
①取組内容 
萎凋細菌病等の病虫害の防除技術の確立・普及 

と収量の安定を図ることを目的に、トルコギキョ 
ウ圃場２箇所において、低濃度エタノールを用い 
た土壌還元消毒の効果の検証を行った。 

 
②取組による成果 
病気の発生が減少し、高い防除効果が確認で 

きた。実証した２圃場のうち１箇所は、前年は 
被害の発生が中程度あったところ、本年は数株程度の被害が見られたものの、
全体としては、例年より被害株が少なく、また、被害の広がりも少なかった。
もう１箇所の圃場は、前年は被害の発生が甚大であったが、本年は被害の発
生がなかった。 
 
③今後の取組予定 
  処理コストが高いなどの課題があるため、部分的な処理の実証を進め、コ
ストを抑えた防除技術を確立し、生産の強化を図る。 
 

（２）高知の花展示会 
①取組内容 
品質が高く、種類、量ともに豊富な県産花き 

の魅力を知ってもらう目的で、土佐の豊穣祭 
（平成 30 年 11 月 10～11 日）において「高知家 
の花」と題して花の展示会を開催した。また、 
「フラワーアレンジメント対決」も実施し、県 
内の高校生等８名の参加があった。 
 
②取組による成果 
「高知家の花」では、ビニールハウスを使った展示やクイズラリーなどを

通じて、来場者の県産花きの認知度を高めるとともに、魅力を感じてもらう
ことができた。フラワーアレンジメント対決では、参加学生に花の魅力や花

を生けることの楽しさを実感してもらうことができた。来場者 315 名にアン
ケートをとり印象に残ったコーナーを質問したところ、うち 167 名が高知の
花紹介コーナー、104 名がクイズラリーと回答した。 
 
③今後の取組予定 
 県産花きの魅力を知ってもらい、さらなる消費量の増加につなげるため、
花育イベントを実施し、花への興味や親しみを高めていく。 

収穫時の圃場 

フラワーアレンジメント対決の様子 


